札幌でおすすめする

地元っ子も太鼓判を押す、道産チーズ×ワインが旨い店
A popular place with locals, known for Hokkaido cheese and wine

心地よいもてなしを心掛け、グリーンを随所
に配し、寛げる開放的な店内。 奥には
半個室もあり

o
Try an aftern

A beautiful interior with plenty of greenery
and perfect hospitality.

on drink

上／好きなチーズを選んでオーダー。チー
ズの盛り合わせ１種480円、３種1280円、
5種1780円
下／売り切れ御免、一日10食限定の大
人気ランチタイム限定2000円コース4品。
道産ウニの冷製パスタ、色鮮やかな道産
夏野菜のテリーヌ、道産夏野菜のスー
プ、選べるデザート

ついつい足を運びたくなる狸小路の人気店
A popular store in Tanukikoji

酒と銀シャリ せいす
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Sake to Ginshari Seisu

Top: choose your cheeses for a platter, 480yen
for 1, 1,280yen for 3 and 1,780yen for 5.
Bottom: The popular 4 course lunch is
2,000yen. Includes sea urchin pasta, fresh
Hokkaido vegetable terrine, vegetable soup
and Selectable dessert.

15時から地元・観光客問わずに賑わいを見せる人気店。
焼き魚やみそ汁、牡蠣、熟成牛など料理が150種類以
上。南部鉄製の羽釜で炊きあげられた「羽釜銀シャリ」
は味わっておきたい一品。ご飯やお酒によく合う、お供も
豊富で定食屋のように味わうもよし、アテに飲むもよし。
A popular place from 3pm with locals and tourists alike.
Grilled fish, miso soup, oysters, aged beef and more, with
over 150 items on the menu. The “Hagama Ginshari” is a
fantastic dish grilled over charcoal. Delicious food for serious dining or some snacks over drinks.

大きな暖簾が目を引く店構えに足を止める人が多い、
狸小路の人気店「せいす」
Seisu is a popular store in Tanukikoji pulling in customers with its giant
shop curtain.

札幌市中央区南2条西6丁目5-3
住友狸小路プラザハウス（狸小路6丁目内） 電話／011・215・0193
営業時間／月～土曜15:00～翌1:00、日曜・祝日～23:00
定休日／火曜日

Sapporo-shi, Chuo-ku, minami 2 jyo, nishi 6 chome 5-3
Sumitomo Tanukikoji Plaza House (Tanukikoji 6 Chome)
Ph: 011 215 0193
Open: Mon-Sat 3:00pm-1:00am, Sun/Hol until 11:00pm
Closed: Tue

札幌の人情が詰まった立ち飲み酒場で、酒とアテを楽しむ
Sapporo locals gather to drink at this standing bar with tasty snacks

立っぱ酒 せいすスタンド
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ふらりと寄れる気軽な立ち飲みスタイルで人気の「せいすス
タンド」
。地元客や観光客がお酒を酌み交わしながらコミュ
ニケーションが取れると評判。同店特製のダシが決め手の
おでんや美味しいアテ、お酒が豊富に揃う。日本酒をおで
んのダシで割った優しい味の「ダシ割日本酒」が人気だ。
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メロ

R istorante Mero

Tachipazake Seisu Stand

札幌市中央区南3条西1丁目2-1
電話／011・206・8885
営業時間／月～土曜15:00～翌1:00、日曜・祝日15:00～23:00
定休日／無休

The delicious Oshamambe Raclette is made using Kawase Cheese
Factory’s award-winning cheese melted over Hokkaido pork herb sausages and potatoes 1,880yen.
リストランテ
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Seisu Stand is a popular standing bar for a quick drink.
It’s a great place to mix with the locals and make some
friends. The original oden hotpot is a delicious light snack
with a cold drink. Try the mix of oden soup stock and
Japanese sake called “dashiwari nihonshu”.

ジャパンチーズアワードで銀賞を受賞した川瀬チーズ工房の長万部ラ
クレットを道産豚のサルシッチャ、道産いもにたっぷり、とろ～りかけて、
幸せなおいしさが広がる、1880円

狸小路1丁目から程近くの同店は、15時の開店から賑わいをみせる
The store gets lively from 3pm, just a short walk from Tanukikoji 1
Chome.
Sapporo-shi, Chuo-ku, minami 3 jyo, nishi 1 chome 2-1
Ph: 011 206 8885
Open: Mon-Sat 3:00pm-1:00am, Sun/Hol until 11:00pm
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15

「道産チーズ料理が美味しい店」として地元っ子をはじめ、道
外客にも大人気のリストランテ・メロ。料理をひと口食べれば、
道産チーズへの熱い思いが伝わってくる。ファットリア・ビオ、
チーズ工房タカラ、富田ファーム、川瀬チーズ工房、伊勢ファ
ームなど道内各地の名だたるチーズ9種を揃え、特長を活かし
た料理が多彩に登場する。チーズに合うワインも豊富で、フレ
ッシュなワインを楽しんでもらいたいとワインサーバーを導入
（グラスワイン1杯700円～）。ランチタイムもディナータイムも
客足が絶えない繁盛店の実力、ぜひ体験してほしい。駅前通
り、大通公園そばの好立地あるのもうれしいポイントだ。
札幌市中央区大通西3丁目 大通ビッセ４階
電話／011・200・2300
営業時間／11:30～15:00（L.O.14:30）、17:30～23:00（L.O.22:00）
定休日／不定休 https://ristorante-mero.com/

Ristorante Mero started as a popular place among locals
known for its Hokkaido cheeses, but quickly gained popularity with tourists. Just one taste will show the passion
they have for delicious local cheeses. The food is all made
to bring out the flavor of the 9 cheeses in house from Fattoria Bio, Cheese Factory Takara, Tomita Farm, Kawase
Cheese Factory, Ise Farm and more. A wide range of wines
are available as well as a wine server, with glasses from
700yen. Popular for lunch and dinner and in a convenient
location near Odori Park on the main street from Sapporo
Station.
Sapporo-shi, Chuo-ku, Odori nishi 3 chome Odori Bisse 4F
Ph: 011 206 8885
Open: 11:30am-3:00pm (L.O. 2:30pm), 5:30pm-11:00pm
(L.O. 10:00pm) Closed: Tue
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15 ～17時までのオイスターアワーでカキ半額！クラフトビールと共に！

気軽に昼から北海道の美味しい食材と酒が楽しめる!!

Happy hour from 3:00-5:00pm, oyster tower half price! Craft beer on tap!

Hokkaido cooking and a relaxing afternoon drink!
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SALT MODERATE
ハワイ産のドラフトビールと美味しいカキが地元客に好評の
「ソルトモデラート」。17時まではカキが半額で味わえるオ
イスターアワー開催中！カキは北海道産を常時3種類用意
している。生でも焼きでも蒸しでもお好きな調理で楽しめ
るのも◎。
Salt Moderate is the place for Hawaiian draft beer and delicious oysters. This season, the oyster tower is half price,
with 3 kinds of Hokkaido oysters on offer. Try them grilled,
raw or steamed as you like!

●店の詳細はP36へ

活カキは1個350円～。北海道や全国各地から料理
長が厳選した「活カキ6種食べ比べ」もあり

Check p36 for details.

Fresh oysters from 350yen each. Try the platter with 6
types of oysters to compare, selected by the chef from
around the country.

14時から絶賛営業中！ 気前の良さがウリの海鮮居酒屋
Open from 2:00pm! A generous seafood izakaya restaurant

魚勢
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Uosei
なんと魚勢では、ランチタイムを過ぎた14時から営業を行
っている。 魚屋直営の居酒屋だけあって素材の質は抜
群。酒に合うおつまみが豊富なのも特長の店だ。なお、
ドリンクは生ビールを含めた全50種類がなんと３８０円と驚
きの価格で提供している。

開陽亭の名物「元祖・活イカ踊り造り」1980円～
※シケで入荷のない場合もあり。電話にて要確認

カニがたくさん入った人気の「手造りカニ
クリームコロッケ」はテイクアウトもOK！

Kaiyotei’s famous “Dancing Squid” from 1,980yen.
*Limited availability, phone to confirm.

Uosei opens after the lunch rush at 2:00pm, with a freshness only a seafood shop can offer. Over 50 kinds of
alcohol on offer including beer, all for just 380yen each!

The popular Crab Cream Croquette is also
available for take-out!

魚勢特製のタコザンギ580円はハイボールにピッタリ

函館 開陽亭 どさんこ家

The Butter Soy Sauce Grilled Scallops are a must!
札幌市中央区南4条西5丁目 第2観光会館1階（札幌東急REIホテル隣）
電話／011・512・9939 営業時間／14:00〜翌1:00
定休日／無休 http://www.uosei.info

Hakodate Kaiyotei Dosankoya

Sapporo-shi, Chuo-ku, Minami 4-jo, Nishi 5-chome, Daini
Kanko Kaikan 1F (on the west of Sapporo Tokyu REI Hotel)
Ph: 011 512 9939
Open: 2:00pm – 1:00am

限定ビールと道産食材の絶品料理が味わえる！
中には塩うに、上には塩水うにがのっかった贅沢な「うにぎり」。写真
はイクラトッピング

サッポロビール園

Two types of sea urchin in the “Unigiri”. Salmon roe topping pictured.

Sapporo Bier Garten (Sapporo Beer Garden)
サッポロビール園には雰囲気の異なる５つのホールがあ
る。中でも昼飲みに適した穴場スポットとして注目を集め
ているのは、上質な一品料理が豊富に味わえる「ガーデ
ングリル」。４～10名まで利用できる個室（利用料１室
1500円）
もあり、赤レンガを望める専用テラスも。

営業時間は、11:30～24:00
Open: 11:30am-0:00am

The Green Terrace at the Sapporo Beer Garden is a great
place for an afternoon beer, overlooking the green lawns
and brick chimneys of the brewery. Private rooms for 4
available (1,500yen), open from 11:30am.

コース料理には、＋1300円でサッポロビール各種が飲み放題に！

●店の詳細はP41へ
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Check p41 for details.

●店の詳細はP48〜49へ

札幌ススキノで地元・観光客問わずに評価の高い、20
年以上続く老舗「函館 開陽亭」のメニューを、昼11
時30分から味わえる「どさんこ家」が話題を呼んでい
る。お酒1杯とうにぎり1つでも、丼物や定食を食べ
るだけでも利用できる気軽さが好評なのだ。もちろん
味にも定評があり、函館直送の新鮮な魚介を中心に、
名物料理「活イカ踊り造り」、うに、イクラ、海鮮丼や、
焼魚・道産牛&豚・ザンギ・ジンギスカンなどのボリュー
ム満点の定食が美味しく味わえる。またカニクリーム
コロッケなどテイクアウト可能なメニューもあり。本
物の北海道産素材をリーズナブルに味わいたいので
あればここへ足を運んでみて。
Open from 11:30am, Dosankoya offers the full menu from
Hakodate Kaiyotei, a popular izakaya restaurant with over
20 years of history. Good for just a beer and urchin rice
ball, a rice ball or a set lunch. The generous servings are
made with fresh ingredients, the most popular being the
famous “dancing squid”, sea urchin, salmon roe, seafood
bowls, grilled fish, Hokkaido beef and pork, fried chicken
and jingiskan bbq lamb. The crab cream croquette is another popular item and on the take-out menu. The perfect
place for delicious Hokkaido food at reasonable prices.

Check p48-49 for details.
17

